
 

 

 

 

 

 

 

 

 本日は、公式訪問前ということで第四分区ガバナー補

佐の三本進一様、ＩＭのご案内にＩＭ実行委員長の大森

直正様、見附ＲＣ会長の小泉勝様がお見えになっていま

す。ようこそいらっしゃいました。ごゆっくりお過ごし

ください。 
  

 本日は、会長幹事が坪井正康会員の葬儀に列席するた

めに欠席しており、副会長・副幹事が代行いたします。 
 

 先程、例会の開会に先立ち黙祷していただきました

が、当クラブ第30代会長の坪井正康会員が７月18

日、御自宅で逝去されました。地域医療へのご貢献をは

じめ幾多のご功績をのこされました。 

 ロータリークラブでは、1997～98年度、最大会員

数80人の頃に会長となり、10年後には創立40周年

実行委員長を務められました。Ｒ財団PHF３回、米山

奨学メジャードナー10回、入会以来42年間100％

出席など、素晴らしいロータリアンでした。 

 ご冥福を心よりお祈りします。 
 

 
 

  

 

 

 

  御功績を偲び 

         謹んで哀悼の意を表します 

 

令和元（2019）年 7 月 18 日 

午後9時27分御逝去 

 

第三十代会長 

坪井正康会員  
昭和13年1月2日生 

81歳 

内 科 医 

                  会員歴42年  

・１９７７年１月 三条南ロータリークラブ入会 

・１９９７年７月 第三十代会長 

・２００７年７月 創立四十周年記念事業実行委員長 

 

・ロータリー財団実績 

 ポールハリスフェロー （３回） 

 年次寄付・ポリオ等使途指定寄付累計 ３，８２５ドル 

 

・米山記念奨学実績 

 米山功労者メジャードナー （１０回） 

 米山記念奨学特別寄付累計   １，０１４，０００円 

 

・連続１００％出席 ４２年 

 

・最終ﾎｰﾑクラブ出席 ７月1日 

 他クラブ補填 ７月１０日（三条ＲＣ記帳） 

    出席率１００％ 
 

 

 

 

 

 

 

  

◆出席：47名中20名 

◆本年度累計出席率：89.87％（7/19現在） 

◆ビジター：▶第四分区ガバナー補佐・三本進一様▶

IM実行委員長・大森直正様▶見附RC会長・小泉勝様

（いずれも見附ＲＣ） 

◆先週のメークアップ： 

▶7/10三条RCへ 坂本洋司君、坪井正康君▶7/12

吉田RCへ 太田義人君▶7/13 ｲﾝﾀｰｱｸﾄ年次大会（新

潟市）へ 木村譲君▶7/17三条RCへ 西巻克郎君

▶7/18加茂RCへ 内藤豊大君▶7/18三条東RC

へ 星野健司君、西巻克郎君、広岡豊樹君、佐々木常

行君、内藤豊大君▶7/18燕RCへ 加藤峰孝君、船

久保孝志君、阿部隆樹君、坂本洋司君、内藤豊大君、

広岡豊樹君 
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😊ニコニコボックス  
7/22 13,000円 累計44,000円 

 

第四分区ガバナー補佐・三本様「大谷年度のキーワードは『柔

軟性』と『多様性』です。１年間、皆様方のご理解と

ご協力を宜しくお願いします。9/14 のＩＭ宜しく

お願いします」 

見附ＲＣ・大森君、小泉君「9/14のＩＭに多数のご参加を

宜しくお願い致します」 

星野副会長「第四分区ガバナー補佐三本進一様、ＩＭ実行委

員長大森直正様、見附クラブ会長小泉勝様、本日は

よろしくお願いします」 

吉沢君「本日はロボコンジャパンについて卓話させていただ

きます。宜しくお願いいたします」 

田代君「昨秋、私が骨折で新潟市民病院に入院した際に、坪

井先生は『以前の手術の定期健診で来院した』とお

っしゃって、私の病室に寄って下さいました。例会

には出席されておられたので、お体の具合が悪かっ

たとはわからず、こんなに急にお別れするとは思い

ませんでした。先生のご冥福をお祈りいたします」 

坂井君「坪井先生のご冥福をお祈りいたします」  

佐藤君「坪井さんのご冥福を祈ります。星野副会長、あいさ

つご苦労様です」 

渡邊(光)君 木村君「BOXに協力します」 

永桶君「坪井先生のご冥福をお祈りいたします。吉沢君卓話

ご苦労様です。 

    BOXにご協力ありがとうございました」 
 

委員会報告 木村譲・親睦プログラム委員長 

8月5日（月）夜例会：納涼例会 
【会場変更】於：嵐渓荘 ▶バスは、第１便午後5：00 

第２便午後6：00 市役所前発 
 

ようこそ！ 三条南ＲＣへ  

 

 

 

 

 

 

 

 

●次週の公式訪問を前に、御指導をいただきました 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●第四分区ＩＭをご案内していただきました 

 

ＩＭ（インターシティ・ミーティング） 
大会テーマ：「ポリオ撲滅について知る 

～ロータリーとロータリアンが果たしている 

         役割を広く伝えるために～ 

2019年9月14日（土）13：30～17：30 

会場： 見附市 ホテルつるや 

講演：「ポリオ撲滅に向けたロータリーの歩み」 

       ポリオ撲滅（根絶）ゾーンコーディネーター 

              松 本 祐 二 様（島根・益田西ＲＣ） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ロボコンジャパンとは――2006 年に燕三条青年会議

所（ＪＣ）が青少年育成事業のひとつとしてロボコン大

会を企画運営しました。その後継続事業として 2010

年まで燕三条ＪＣでロボコン大会として行われました。

2011 年からは燕三条ＪＣのＯＢが中心となって立ち

上げた NPO 法人に事業そのものが引き継がれて今に

至ります。 

想い――燕三条はものづくりの職人技術が多く残り、地

場産業として工業製品の開発、製造、販売のまちとして

発展してきた。このような地域全体でものづくりを支え

てきた燕三条でＪＣ主催の元ロボコンは始まった。毎年

多くの小学生が参加し盛大に開催され、地域内外から認 

◆幹事報告  石山 昌宏 副幹事 

●大谷ガバナー事務所より 

①地区大会のご案内▶日時：2019年10月26日（土）・

27日（日）▶会場：上越市やすね、デュオ・セレッソ 

【※ご案内を配布しました。55％出席要請が来ておりま

す。翌28日（月）の例会との振替です。是非ともご参加

ください】 

②地区研修・協議会報告書が送付されました▶2019年5

月11日（土）上越市にて開催。（当クラブ8名参加） 

【※受付テーブルに置いてありますので、ご覧ください】 

●第四分区ＩＭ実行委員会より 2019-20年度ＩＭご案

内▶日時：2019年9月14日（土）13：30～17：30

▶会場：見附市 ホテルつるや【※理事・役員、新会員、

各委員会正副議長へ出席のお願いをいたします。50％出席

要請です。ご参加よろしくお願いいたします】 

●村上岩船RCより 創立20周年記念式典のご案内 

▶日時：2019年11月23日（土・祝）14：30～

17：00▶会場：村上市・瀬波温泉 夕映えの宿 汐見荘 

●三条東RCより 社会奉仕事業後援の御礼状▶2019年

7月13日（土）三条市中央公民館で開催の講演会「命の

大切さ・第八弾～ソフトボール競技全日本監督としてプレ

ッシャーと戦い続けた日々～講師：宇津木妙子氏」 

卓 話  

吉沢 栄一 会員 

 

 
  

ＲＩ第2560地区第四分区 

ガバナー補佐 

三 本 進 一 様 

             （見附ＲＣ） 

第四分区ＩＭ実行委員長 

大 森 直 正 様 

             （見附ＲＣ） 

見附ロータリークラブ会長 

  小 泉 勝 様 

            （見附ＲＣ） 



知される活動となった。 

 2011 年からはＮＰＯ法人ロボコンジャパンが企

画・運営を引き継ぎ、これまで培われてきた他団体と

の協力関係をより強固なものとし、より広域にわたっ

た活動を展開してきた。これからも新潟県全体、ひい

ては全国各地で子どもたちの成長に関わりながら、地

域活性の一端を担うべく活動を続けてゆきたい。 

 時代を担う子ども達を地域全体で育て、技術、伝統、

文化を守っていく為の環境を整えることが必要であ

り、そういった活動が地域の活性化に繋がると考え事

業の実施に至ります。 

どんな大会？―― 

▶ロボット作成教室 自分のロボットは自分で作り

ます。親子で考えながら、自分だけのオリジナルロボ

ットを作成。スタッフは、ロボットの作成方法の補助

はもちろん、工具の使い方、持ち方、渡し方を含めて

指導させていただいています。 

 

▶予選大会 三条・燕・新潟・長岡の4会場にて行わ

れます。2018年度は151人の参加者で予選が行わ

れ、上位80名が決勝大会に進みました。 

 

 

▶決勝大会 4つの会場の予選大会を勝ち進んだ80

名が燕三条に集結して決勝大会に挑みました。練習通

りに操作できず大泣きする子、ギリギリの戦いに勝利

して大喜びする子など、様ざまで毎年熱いドラマが見

られます。また保護者の方も応援に熱が入りすぎて子

ども以上に盛り上がっている方もいらっしゃいます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 

8月 5日（月）夜例会：納涼例会 
 【会場変更】嵐渓荘 

8月12日（振替休日）休会 

８月19日（月）通常例会 
 

近隣RC例会変更 ※記帳ができます 
 7月30日（火）三条北RC（休会） 

 7月31日（水）三条RC （夜例会） 

 8月 8日（木） 燕RC （クラブ協議会） 

① 至福のひとときは？――ゴルフをしているとき 

② 苦手なものは？――蛇 

③ 自分を生き物に例えると？ 理由は？―― 

④ 猫。家でも猫を飼っており、家族の一員です。 


